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12月3日佐賀県嬉野市で、九州新幹線長崎
ルートの全線フル規格での整備を望むシンポ
ジウムが開催され、佐賀・長崎両県の沿線5
市（武雄・嬉野・大村・諫早・長崎）の市長
と商工・観光団体代表ら12名でパネルディ
スカッションが行われました。中村会頭もパ
ネラーとして登壇し、「フル規格にしない
と、将来遺恨を残す。人が住まない街にな
る。大村は交通の結節点。着地型観光を目指
す。」との意見を述べました。
意見を述べる中村会頭

DEC/2017

『部会の活動報告』
Ａｍａ-ｂｉｚ（天草市起業創業・中小企業支援センター）を視察訪問 ～理財部会
当所理財部会（部会長：小佐々佳生・十八銀行大村支店
長）では11月15日、熊本県天草市にあるＡｍａ-ｂｉｚ（天
草市起業創業・中小企業支援センター）を訪問しました。
視察には当部会員13名が参加し、同センターの内山隆セン
ター長から平成27年４月に開所されてから現在までの活動
や支援状況等について説明を受けました。年々サポート体
制も充実し、行政や金融機関、商工会・商工会議所とも連
携が図られ、事業者は勿論のこと、地域全体の発展と活性
化に大いに結びついている状況を把握することが出来まし
た。当市にも本年度から産業支援センターが設置されてお
り、大変参考になりました。

Ａｍａ-ｂｉｚ内山隆センター長から説明を受ける一行

企業見学会を実施 ～製造・卸部会
当所製造・卸部会（部会長：宮田正一・㈱ミヤタ代表取締役）では11月16日、企業業見学会を実施しました。時担当
副会頭、宮田部会長始め7名が参加しました。今回は、福岡県にある江口製菓㈱と佐賀県にある大坪製菓㈱を訪問。江口
製菓㈱では、独自製品に加え大手菓子メーカーを始め多くの取引先からの製造依頼に対応されている製造過程を、大坪
製菓㈱では、従来の丸ぼうろに加え客層を絞った新商品等の製造過程を、丁寧なご説明とともに見学できたことは、参
加者にとって大きな収穫となりました。

大村市活性化推進協議会

国道34号 総決起大会が開催

大村市新市庁舎建設に係る勉強会を開催
11月21日当所で、新市庁舎建設に係る勉強会と称し、大
村市議会経済建設委員会と公共施設設備調査特別委員会と
大村市活性化推進協議会（会長・中村人久会頭・市内建設
関係６団体で組織）とで、意見交換を行いました。
これまで当所建設部会では、新市庁舎建設に向け、各分
科会や各業界団体でも会合を開き要望事項を出し合い、意
見を取りまとめてきました。環境・景観にも配慮し、大村
市民のための新市庁舎を「オール大村」で取り組みたい
と、の会員の思いを市議会議員の方々に伝え、熱のこもっ
た勉強会となりました。

ガンバロー三唱にて士気を高める参加者一同
12月10日さくらホールで、国道34号大村・諫早間整備促

進期成会（会長・園田裕史大村市長）による総決起大会を開

催し、大村市与崎交差点から諫早市花高入口交差点間（約4

キロ）の拡幅について、2018年度中の事業化を求める決議
を行いました。

大会には中村法道長崎県知事、宮本明雄・諫早市長、本県

選出国会議員ら約530名が出席。当所から西畑副会頭、堀内
副会頭、時副会頭はじめ30名が出席。

園田市長は「一日も早い事業化を求め、地元の熱い思いを

国に発信したい」と挨拶。消防署やタクシー協会関係者が意

見発表を行い拡幅の必要性を訴え、国に2018年度の事業化
挨拶をされる中村会頭
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と財源確保を求める決議を承認し、「ガンバロー三唱」で締
めくくりました。

平成 29 年 12 月20日

第2回 商工会議所青年部
サッカー交流大会 いさはや大会
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記帳・税務の相談
帳簿をつけたいけど、
記帳の仕方がわからない

このまま税務署に
提出するのが不安…

何か節税できる方策はないだろうか？
青色申告のすすめ

12月3日
（日）
、喜々津のVファーレン長崎の連絡グラウンドが
ある運動公園グラウンドで第２回商工会議所青年部サッカー大
会いさはや大会が開催されました。

当所では、決算書・申告書を簡単に作成できる、イータッ
クスに対応した会計ソフト・ブルーリターンＡの導入を
おすすめしております。
このソフトは初心者には難しい複式簿記も簡単にでき
るため、これを機会に複式簿記、青色申告に移行すると、
青色申告者の大きなメリットである

諫早、長崎、佐世保、大村の各YEGが総当たり8人制で闘い、

「専従者給与の経費算入」
「青色申告特別
控除 65 万円」等のいろいろな税制上の
特典を受けられます。
使いやすくて、分かりやすいブルー
リターンＡの導入をぜひご検討下さい。

優勝は長崎YEG、大村YEGは準優勝でした。
サッカーを通して、他単会と親睦を深めることができました。

【地域経済活性化委員会】

地域経済活性化講演会を開催
12月12日当所で、地域経済活性化講演会を開催。講師に古
賀マネージメント総研㈱代表取締役

古賀光雄氏を招き、
「ベン

チャーを育てて、大村を元気に～ベンチャー企業育成は地域起
こし～」
と題し、成功例
（新規株式市場への上場企業）
の紹介、成

大村税務相談所・大村青色申告会
● 年会費 ･･･････ 商工会議所の会費とは別に年額 6,000 円
● 手数料 ･･･････ 記帳代行や年末調整指導、決算書・申告書
作成などを利用された場合、別途
● 加入手続き ･･ 随時入会受付中

長する企業のポイントなどを講話いただきました。
講演会には、時担当副会頭、石坂委員長はじめ地域経済活性
化委員7名、堀内副会頭はじめ多くの会員が参加。
（全41名）
古賀氏は株式公開できるベンチャーを育てる事が地域おこし
となり、経済界の発展に繋がるとの持論を持たれ、九州からも多
くの企業を株式上場を手助けされてきました。株式公開を目標
とし、
「目標は大きく」
、
「従業員を幸せにする」
ことが企業の成長
のポイントと指摘。また、新しい時代の経営として、顧客満足度・
従業員満足度・経営者満足度を挙げ、従業員の満足度によって、
企業は成長し、顧客満足度が上がる。経営者はお客様を満足さ
せるために、従業員を満足させ、働きがいのある会社にすること
が大事である、
と熱く伝えられました。

要予約！

専任税理士による所得税・消費税
申告相談会のお知らせ

大村商工会議所税務相談所・大村青色申告会では下記の
日程において選任税理士による所得税・消費税相談会を開
催いたします。
時間制ですので事前のご予約をお願いいたします。
日時： 2月5日（月）、9日（金）、14日（水）、21日（水）
①13：30 ～
④15：00 ～

②14：00 ～
⑤15：30 ～

場所：大村商工会議所

③14：30 ～
⑥16：00 ～

中会議室（変更になる場合もございます）

対象：大村商工会議所税務相談所・大村青色申告会

会員

決算書・確定申告書の当所受付は 3 月 2 日（金）が締切りです。
ご協力お願いいたします。
◆申込・連絡先

大村商工会議所・中小企業相談所

（担当：柴田・古賀）

既に会員の
皆様へ
九州から株式公開できるベンチャーを育てることを熱く語る古賀氏

電話 0957-53-4222

来年３月の確定申告に向けた決
算書、申告書のご相談は１月よ
り受付けておりますので早めの
ご提出をお願いいたします！
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県央地区における企業と高校との
意見交換会を開催
12月5日市コミュニティセンターで、長崎県県央振興局主催

大村商工会議所主催 無料相談会
各相談会
開催場所
お問合せ
お申込みは

による
「県央地域における企業・高校との意見交換会」
が開催さ
れました。
大村工業高校始め、県内11校・17名の進路指導担当教諭・
キャリアサポートスタッフの方と、県央地区52社の事業所が採用
に向けた情報交換や人脈構築の場として、名刺交換や各事業所
のＰＲ、高校性の実情など意見を交わしました。
（当所会員事業所
から21事業所が参加）

大村商工会議所
大村商工会議所中小企業相談所
TEL 0957-53-4222

大村商工会議所 と

との共催

定例相談会

創業融資、一般融資に関するどのようなご相談でもOKです。
但し、事前のお申込みをお願い致します。

日

１月25日（木）13時～16時

平成
30年

時

今後の
開催予定

２月22日（木） ３月22日（木）

無料法律相談会

経営のことから
プライベートな
ことまで

会員事務所と、従業員様のための”無料”法律相談では、

高校進路指導担当者と意見を交わす企業の担当者

大村商工会議所のマル経融資が
小規模事業者の皆さんを応援！
担保不要・保証人、

保証料不要・低金利

【利 率】

【融資額】 2,000万円 以内
【返 済】運転 7 年以内（据置1年可）
設備10年以内（据置2年可）

年利1.11％
(固定)

【こんな時にご活用ください】
※平成29年12月13日現在
● 運転資金として
仕入資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払い
● 設備資金として
工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入 などに

小規模
事業者

①推薦
申込
①
②
②経営
相談

大村
商工会議所

③報告
③

大村
商工会議所

④

日本政策
金融公庫

④融資の推薦

以下のすべての要件を満たす方がご利用できます
常時使用する従業員数が 商業・サービス業で5人以下、製造業・建設業・宿泊業・娯楽業等は２０人以下の小規模
事業者（ただし、事業主・家族従業員・臨時・パート・法人の役員は除く）で、次の条件にあてはまる個人、法人。
● 商工会議所地区内で原則として１年以上営業していること。
● 所得税（法人税）、事業税、住民税（県民税・市民税）
・消費税を完納していること 。
● 商工会議所の経営指導（原則６ヵ月以上）を受けている個人、法人
※ この融資制度は、小規模事業者の方が商工会議所の経営指導を受けて、経営や技術の改
善を図るための資金を担保も保証人も無しに低利で融資する国の制度資金です。商工会
議所が申込を受付、審査の上、
日本政策金融公庫へ推薦し、公庫から貸し出されます。

大村商工会議所 中小企業相談所

年末年始営業
のお知らせ
4
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対象
日時
相談
時間

八木

些細なことでもご相談に応じます。

義明 （長崎県弁護士会所属）

当所会員事業所 （従業員含む）

Ｈ30年1月19日（金）、2月9日（金）、３月２日（金）
● 13：00～
● 13：40～

● 14：20～
● 15：00～

● 15：40～
● 16：20～

担当弁護士のご紹介

八木義明法律事務所

八木

義明 （長崎県弁護士会所属）

＊事務所住所：大村市東本町290-2
（大村裁判所前、
検察庁横）
＊事務所電話：0957-47-9800 ＊ホームページ：http://yagilaw.wixsite.com/1111

許認可申請・法人設立・相続手続き等

推薦審査会
経営指導員
(による調査
） (による審議
）

審査・資金の貸付

担当
弁護士

〒856-0826 大村市東三城町6-1
TEL0957-53-4222 FAX0957-52-2511

行政書士による無料相談会

会員様のビジネスから暮らしのお困りごとまで全力でサポートします！お気軽にご相談ください。

～例えばこんな「困った」を解決します！～
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

対

介護事業、運送事業を始めたいのだけど、どんな許可が必要？
元請や銀行から建設業許可を取ってほしいと言われるのだが…。
契約書を作成したい。
今までは個人事業だったけど、法人化したい。
農地を取得して家を建てたい、宅地分譲をしたい。
外国人を雇いたい。
身内の相続や、遺言（事業承継）について悩んでいる…。

担当行政書士：

象： 当所会員事業所

宮本 秀樹

開催時間：13：00～、14：00～、15：00～、16：00～

開 催 日：平成30年１月17日（水）・２月21日（水）・３月20日（火）

大村商工会議所は12月28日（木）まで業務を行います。
会員の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、お願い申し上げます。
なお、新年業務開始は1月4日（木）です。
来年も大村商工会議所をよろしくお願いいたします。

平成 29 年 12 月20日

特定商工業者に該当し、例年通り
ご協力を頂きました会員事業所の皆様へ
心よりお礼申し上げます。

新 入 会 員
○11月入会
大村(タイソン)ボクサフィットネスジム 会長 萩原 大将

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〒856-0818

大村商工会議所 総務課
先月末発送の「特定商工業者法定台帳」のご記入並び

大村市今津町690-1

☎
（0957）
46-3911

ボクシングジム

○12月入会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SPROUT(スプラウト) 代表 今村 早苗

にご提出にご協力頂いた会員事業所の皆様、誠にありが
とうございました。また、この法定台帳を作成し、管理

〒856-0814

運用するための経費として、3,000円の負担金をご納入

大村市松並2-787-27

☎
（0957）
56-9229

いただきましたこと心よりお礼申し上げます。本制度の

エステサロン

Aphrodite326(アフロディーテミツル)大村店 代表 神近 恭子

趣旨をご理解賜り、ご協力いただきました調査データと

〒856-0829

負担金は有効に活用させていただきます。

大村市松山町491-4
美容業

なお、同台帳のご提出と同負担金のご入金がお済
みでない該当事業所の皆様は、商工会議所法(法律第

H`system(エイチシステム) 代表 原田 泰行
〒856-0835 大村市久原2-1129-1カルディア浜口101
住宅設備機器取付

143号昭和28年8月1日公布)に基づき、「特定商工
業者」として法定台帳に登録することが義務付けら
れておりますので、平成30年3月30日(金)までに、
同台帳のご記入並びにご提出と、3,000円の負担金
をご納入下さいますようお願い申し上げます。

三役の動き 11月
５日
６日
７日

商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）

８日

業況ＤＩは、改善。先行きは持ち直しへの
期待感みられるも、ほぼ横ばい

10日

－2017 年 11 月調査結果（概要版・付帯調査）－

ポイント
ポイント
▶11月の全産業合計の業況DIは、▲14.9と、前月から＋1.1ポイントの改善。

電子部品、自動車、産業用機械関連を中心に製造業が全体を牽引したほか、
インバウンドを含む観光需要の拡大や、消費の持ち直しを指摘する声が聞か
れた。他方、人手不足の影響拡大や、仕入価格、運送費の上昇、消費者の節
約志向が引き続き中小企業のマインドに影響を及ぼしており、業況改善に向
けた動きは力強さを欠いている。

▶先行きについては、先行き見通しDIが▲15.4（今月比▲0.5ポイント）と

ほぼ横ばいを見込む。輸出や設備投資の堅調な推移、個人消費の持ち直
し、インバウンドを含めた観光需要拡大、経済対策・補正予算などへの期
待感がうかがえる。他方、深刻な人手不足の影響拡大や、原材料費・運送
費の上昇などを懸念する声もあり、中小企業の業況感はほぼ横ばいで推移
する見通し。

LOBO全産業合計の各D I の推移（2015年11月以降）
従業員D I

９日

12日
13日
14日
15日
16日
18日
19日
20日

21日
22日
26日
27日

資金繰りD I
売上D I
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採算D I

業況D I
仕入単価D I
（下落ー上昇）

28日
29日
30日

おおむら秋まつり・ご当地自慢グルメフェアｉ
ｎおおむら：三役
商業・食品部会視察研修：時副会頭～ 7 日
三役会：会頭、西畑副会頭、堀内副会頭、専務
大村市観光交流都市づくり推進協議会：堀内副会頭
大村市環境審議会：会頭
大相撲大村場所第 7 回実行委員会：会頭
諫早商工会議所会員大会：専務
玖島稲荷神社秋季大祭：会頭
国道 34 号等大村市内幹線道路整備促進期成会・中央要望活動：会頭
長崎県商工会議所女性会連合会平戸大会：専務
ＷＡＶＥ出版・玉越社長来所：会頭
大村市活性化推進協議会：会頭、西畑副会頭、専務
バンブーマスターズ：会頭
日本政策金融公庫「一日公庫」、金融懇談会、懇親会：会頭、堀内副会頭、専務
製造・卸部会主催「地域ブランドづくり勉強会」
：時副会頭
理財部会視察研修：堀内副会頭
地域経済活性化委員会正副委員長・担当副会頭との打合せ：時副会頭
製造・卸部会企業見学会：時副会頭
吉川豊氏・元長崎県議会議員告別式：会頭
内外情勢調査会県央支部 11 月懇談会：会頭
松原八幡神社例祭：会頭
じげたまグランプリ・コレモ物産展：時副会頭～ 19 日
大村中央ライオンズクラブ第 35 回小学生バレーボール大会：会頭
福田知史氏・経済講演会反省会：時副会頭、専務
三役会：三役
大村市地球温暖化対策協議会：時副会頭
会館問題検討特別委員会：会頭、西畑副会頭、堀内副会頭、専務
( 公財 ) 長崎県建設技術研究センター理事会：専務
じげたまグランプリに関する市との協議：時副会頭
大村市活性化推進協議会、市議会経済建設委員会と公共施設整備調査
特別委員会との勉強会：会頭、専務
第 2 回大村市国民健康保険運営協議会：専務
V・ファーレン長崎 J1 リーグ昇格報告会：会頭
海上自衛隊 山内首席幕僚離任挨拶：会頭、時副会頭、専務
防衛協会青年部役員会：時副会頭
長崎県議会正副議長就任祝賀会：会頭
大村街づくり（株）株主総会：堀内副会頭
黒丸踊法養祭：西畑副会頭、専務
大相撲大村場所総決起大会：会頭
大村市新庁舎建設基本計画市民検討委員会第 1 回会議：会頭
長崎地方協力本部創立 62 周年記念行事：堀内副会頭
九州新幹線西九州ルート沿線 5 市シンポジウム・市新幹線まちづくり
推進課との打合せ：会頭
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会員事業所
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永年勤続従業員157名を表彰

当所では、長年大村市内の会員事業所に勤務され、社業に尽くされた従業員の皆様を会頭名で表彰する「永年勤続従業
員表彰事業」を毎年実施しております。今年は157名の皆様を表彰しました。
なお、勤続20年、25年の方には大村市長から、勤続30年以上の方には長崎県知事から合わせて感謝状も贈呈されました。
勤続20年以上の受賞者は下記のとおりです。
（敬称略）

● 勤続30年（30年以上）
株式会社

琴花園

長崎ノーリツ商事株式会社
株式会社 ニチレイフーズ長崎工場

● 勤続20年（20年以上～25年未満）
諸石

武人、長與

三男

秋櫻醫院

西津 恭子

山﨑

久光、野口

保夫、

杉山

正樹

髙瀬建設株式会社

町田 清孝

楠本

冨美子

九州教具株式会社

松浦 康浩

藤嵜

勝義、横道

昭男、

有限会社 長崎美研社

構 藤枝、松尾 洋

黒石

利弘、黒﨑

広幸

株式会社 富建

吉田 洋司

株式会社 ニチレイフーズ長崎工場

岩永 幸子、赤川 眞知子

株式会社 熊菊一商店

田端 喜代子

株式会社

熊菊一商店

株式会社

星寿園

秋永

俊一

九州電通株式会社

山内

啓光、秋月

幸運トラック株式会社

古賀

義則

株式会社

寺井

芳治、森

タメナガ造園

靖子
弘幸

● 勤続25年（25年以上～30年未満）
株式会社 アトリエ・プランニング

福田

一博

有限会社

ヤマムラ電設

田川

淳一

株式会社

熊菊一商店

岩永

勇治、梶原

株式会社

タメナガ造園

南

企業が求める
資格第１位！
試 験 日/

隆之

嘉樹

下田 隆

小梅庵

山口 幸恵、朝野 裕美

平成30年２月25日
（日）
２級…13時半

大村商工会議所大会議室

大村商工会議所総務部

12/22（金）～12/30（土）まで

6

溝上 泰典、木村 ひとみ

幸運トラック株式会社

申込期間/ 平成29年12月18日
（月）
～翌年1月26日
（金）
申込方法/ インターネット申込
（当所ＨＰより）
、窓口申込、郵送
問い合わせ

千輪 道代、角谷 一紀、

九州電通株式会社

日商簿記検定試験受験案内

３級…９時

試験会場/

長崎綜合警備株式会社大村営業所 谷口 英総、徳田 尚丈
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〒856-0826
大村市東三城町6-1

２月試験
申込受付中！
！

受 験 料

１級 … ￥7,710
（実施なし）
２級 … ￥4,630
３級 … ￥2,800

TEL（0957）
53-4222

